
３．広報・教育に関する取組

国土地理院の最近の取組 Ｇ・Ｋ・ＫＧ・Ｋ・Ｋ
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国土地理院の広報の取組

2015年11月
国土地理院
広報戦略

国土地理院
独自の広報

2015年12月

広報推進協議会

産学官の測量
関係者が連携

関係団体との
協議

有識者からの
意見

2016年3月
「国土を測る」
意義と役割を
考える懇話会

測量の意義と役
割を国民に広く
適切に伝える

リーディング・
プロジェクト

国土地理院の広報の取組
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目的
「国土を測る」測量について、その意義や役割を明確にし、これを広く国民に
伝える上で、何をどのように伝えることが適切であるか、有識者からの意見を
聴取し、今後の取組に反映させる。

構成員

• マスコミ関係者、地図・測量成果等のユーザ、学識経験者（測量、土木、
地理教育等）、測量に関連のある各分野の専門家（建設、宇宙、防災等）
合計10名程度を想定

• 測量関係者（測量団体等）については、オブザーバとして参加を予定

開催予定
第1回を平成28年3月に、第2回を平成28年5月に開催
全4回程度開催し、平成28年中に報告書等に取りまとめる予定

その他

• 会議は原則として全てオープンなものとし、記者等が会議全体に参加し記
録等を行うことを認める（会議資料や議事録等についても、原則公開予
定）

• 懇話会で出された意見については、国土地理院において取りまとめ、広報
推進協議会等における検討に反映

主催者 国土地理院

「国土を測る」意義と役割を考える懇話会について

「国土を測る」意義と役割を考える懇話会①
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第１回懇話会（平成28年3月25日）

第２回懇話会（平成28年5月22日）

国土地理院の取組や役割について広く国民に紹介するための方策を議論。
会合に先立ち、懇話会委員が国土地理院の観測施設や「地図と測量の科学館」をご視察。

VLBIアンテナ
(地球上でのわが国の位置を正

確に測る。直径32m)

絶対重力計
(わが国の重力の値のおお

もとを作る機械)

日本列島空中散歩
(測量と地図の科学館。3Dメ
ガネで熊本周辺の地形を体感

)

第2回懇話会
(国土地理院の取組や役割を広く国民

に紹介するための方策を議論)

社会経済活動と「国土を測る」という活動との関係等について議論。

（主な意見）
・「広報」ということを考えるのであれば、ストーリーで語る、文脈で語っていっては
どうか。
・「広報」という観点では、下流からの発想が結構重要だと思う。

（主な意見）
・「まもる」という役割について、国民の日常生活を支える役割がまずあり、その延長線上に災害対応がある
。
・「伝えたいこと」ではなく「世の中の人が知りたいこと」を伝える観点で広報しないと関心をもたれない。

第1回懇話会

「国土を測る」意義と役割を考える懇話会②
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目的
測量の役割や重要性等に対する多くの国民の理解を深め、関心を高める
ために行う測量に関する周知や広報について、関係者が一体となって適切
かつ戦略に実施する方策等を検討し取組の推進を図る。

構成員

• 以下関係する団体の代表12名からなる。

• (一社)全国測量設計業協会連合会、(一財)測量専門教育センター、
(一社)地図調製技術協会、(公社)日本測量協会、(公財)日本測量調査
技術協会、(一財)日本地図センター、国土交通省国土地理院

• (追加的な団体の参加もありうる)

開催予定
平成２７年1２日１８日に発足、第1回会合を開催
当面月１回程度開催予定

その他

• 当初は各団体の既存の取組みの把握、整理を行う。

• その上で、関係者が一体となって実施できる広報の戦略を作ることを視
野において、協調して取り組める内容について検討を行う。

• 関係者による具体的な議論の場であり、公開等は想定していない。

主催者
構成団体が共同して主催。事務局は国土地理院が務める

広報推進協議会について

広報推進協議会①
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第１回協議会（平成27年12月18日）

第２回協議会（平成28年1月22日）

第３回協議会（平成28年2月24日）

設立総会

構成員の広報取組に関する情報共有
（修学旅行時の職場体験事例）
建設関連業イメージアップ推進協議会
の取組紹介
広報活動のターゲットに関する議論

米国における測量関連広報についての
情報共有
リーフレット作成に関する議論
平成28年度活動方針に関する議論

第4回協議会を平成28年7月15日に
開催予定

来年度就職予定者をメインターゲットに、
測量業の魅力を紹介するリーフレットを作成

（表）

（裏）

広報推進協議会②
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広報戦略に基づく
リーディング・プロジェクトの推進

3. 基盤プロジェクト

1. G(技術)・K(広報)・K(教育) プロジェクト

2. ストック有効活用プロジェクト

人間

時間

空間

広報戦略リーディングプロジェクト
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広報･教育両面から将来の技術者づくり

1. G(技術)・K(広報)・K(教育) プロジェクト

時間

（１）Ｇ・Ｋ・Ｋプロジェクト①
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インターンシップの開催
学(測量･地図関連分野の学会)･ 産(測量関係団体）
・官 の連携
地図と測量の科学館でサマースクールを開催

国土地理院HPより

（１）Ｇ・Ｋ・Ｋプロジェクト②
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全国 の電子基準点のうち が学校内

電子基準点を設置して
いる学校への出前授業

児童生徒･教師に、
電子基準点の役割や
測量の大切さを
伝える授業

電子基準点：札幌市立星置中学校

学校へ行こう

（１）Ｇ・Ｋ・Ｋプロジェクト③

44



取組例

（１）Ｇ・Ｋ・Ｋプロジェクト④
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2. ストック有効活用プロジェクト

国土地理院の組織、
施設等を積極活用

空間

（日本列島空中散策マップ）

（２）ストック有効活用プロジェクト①
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地図と測量の科学館の積極活用

理･防災教育の場として利活用

我が国では初めての地図と測量に関する展示施設
小学校・中学校・高校・大学からの来館者も増加

地元と連携した広報

地方測量部ごとに地元自治体･教育機関と連携

本院（つくば）は、石岡測地観測局（
VLBIアンテナ）を教育の場として活用

図・測量の役割を楽しみながら
体験できる場としての充実
地

地

全国

つくば

（２）ストック有効活用プロジェクト②
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年 度 平成26年度平成27年度 増加数

来館者数 54,026 56,370 2,344

学
校
教
育
関
係

小学校 2,087 2,995 908 

中学校 1,185 1,877 692 

高等学校 2,736 2,875 139 

大学・その他 807 1,162 355 

学校教育関係 6,815 8,909 2,094

学校教育関係が

９割

平成

（２）ストック有効活用プロジェクト③
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3. 基盤プロジェクト

職員の能力を高め共通認識のもとで広報

人間

（３）基盤プロジェクト①
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アピールポイントをまとめた資料を活用

広報パーソンの育成

中級レベル以上のプレゼンターの育成

職員のプレゼン能力の向上

国土地理院の仕事のアピールポイントを
５分で説明できる資料

幹部を中心に職員全員が積極的に対外説明

（３）基盤プロジェクト②
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（３）基盤プロジェクト③
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１日～１３日の
平均訪問者数

35,591

最大訪問者数
（１７日） 283,152

熊本地震発災
（１４日）

８倍

（３）基盤プロジェクト④
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平成27年11月 国土地理院内に「地理教育支援チーム」を設置

• 地理教育の現状と課題について調査
• 国土地理院における地理教育支援のあり方を議論
• 院幹部と支援チームによる「地理教育勉強会」を平成28年5月までに計8回実施

国土の豊かな恵みを次の世代に引き
継いでいくための地理教育が急務

社会のグ
ローバル化

が進展

災害から命と
生活を守る災
害特性の理解

複雑で変
化が激しい

社会
地理空間
情報活用

社会

地理教育の支援に向けた課題の整理と具体的取組への提言（1）
～国土の豊かな恵みを次の世代に引き継ぐために～

地理教育支援チームの取組①
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『地理歴史科においては、「世界史」の必修を見直し、共通必履修科目として、
（中略）持続可能な社会づくりに必要な地理的な見方や考え方を育む科
目「地理総合（仮称）」 の設置を検討することが求められる』

高等学校の地理歴史科における「地理総合（仮称）」 の必修化

中央教育審議会教育課
程部会 教育課程企画特
別部会 「論点整理」（平
成27年8月26日）より

• 地理を専門としない教員の支援が急務
• 教員が地図や地理空間情報を容易に扱えるよ

う、情報の提供方法の工夫や教員の理解の促
進などの支援が必要

地理教育の支援に向けた課題の整理と具体的取組への提言（2）
～国土の豊かな恵みを次の世代に引き継ぐために～

出典：jiji.comより引用

地理教育支援チームの取組②
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地理教育の課題

• 教員の地理の指導力が向上する。
• 児童生徒の地理空間情報リテラシーが向
上する。

• 児童生徒（及び関係者）が地理空間情
報技術、測量技術に親しみをもち、 将来
の職業の選択肢として認識する。

• 地理系学科、測量系学科の志望者が増
加する。

• 地理や地図に関するイベントへの参加者が
増加する。

• 児童生徒の地域の災害特性の理解が向
上する。

• 地理、地図を楽しむ自主的活動の交流の
場が確立する。

国土の豊かな恵みを次の世代に引き継ぐ
基盤を構築するためのつの目標（アウトカム）

• 若年層の基礎的な地理的知識
の低下

• 地理空間情報リテラシー教育
の必要性

• 高等学校における教育課程の
問題

• 地理を専門としない教員の支
援

• 十分活用されていない国土地
理院の情報

• 土地との関わりの希薄化
• 防災教育の支援促進
• 自主的活動のネットワーク

地理教育の支援に向けた課題の整理と具体的取組への提言（3）
～国土の豊かな恵みを次の世代に引き継ぐために～

地理教育支援チームの取組③
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③ 防災教育支援の強化
・国土交通省防災課と連携、地
方測量部と地方整備局、気象
台によるチーム国交省での取
組
・ハザードマップポータル、防災地
理情報提供の充実

④ 若年層に親しんでもらうために
・親しみやすいメディアや若年層
に魅力的な活動の推進（遊び
からの地理）
・自発的な活動をつなぐ「ひろば」
づくり

⑤ 継続的取組に必要な措置

① 教育現場の支援
・教育支援ポータル「教育の道
具箱」の作成
・教員研究会、教員研修等へ
の参加
・教科書会社への説明会
・学会等との連携による地理空
間情報リテラシー教育のあり
方検討

② 児童生徒と保護者へのアプローチ
・インターンシップ（サマース
クール）
・地理系学科、測量系学科学
生の就業先拡大支援
・地理オリンピック、地学オリン
ピック支援
・学校へ行こうプロジェクト：地
方測量部等の取組促進

地
理
教
育
の
推
進
に
向
け
た
具
体
的
な
取
組

地理教育の支援に向けた課題の整理と具体的取組への提言（4）
～国土の豊かな恵みを次の世代に引き継ぐために～

地理教育支援チームの取組④
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